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飲酒と健康に関する講演会

樋口　進
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長

わが国の飲酒実態とWHOの世界戦略

　久里浜医療センター、樋口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最近、このような話をい

ろいろなところでさせていただいていて、また同じ話かというふうにおしかりを受けるかもしれません

けれども、どうぞご容赦いただきたいと思います。

　（スライド 1、2）内容はこういうふうな内容でございまして、

WHO の世界戦略につきましては、先ほど宮嵜課長の方からも

話が少しありましたので、あまりそれに重点をあててというわ

けではなくて、全般、お話申し上げたいと思います。

　（スライド 3）これは我が国のアルコールの年間の平均消費

量、15 歳以上の方々の推移です。2009 年までしかデータがな

いんですけれども、我が国では 1993 年にピークを迎えて、ゆっ

くり下がってきているということです。あとでお示ししますけ

れども、世界的にはもう先進国は全部下がっているのかと思っ

ていたら、意外に、最近上がり始めている国がいっぱいあるこ

とがわかりました。我が国ではこのまま下がっていくのか、ま

たどこかで U ターンして上がり始めるのか、そのあたりは今

後、よく注意深く見ていかないといけないだろうと思います。

　ここにありますように、2009 年、純アルコールでビールに

換算すると 140 リットルぐらいだろうと。1 年間の平均です。

　（スライド 4）これは我が国で行われた今までの国レベルで

行われた調査の中から、飲酒率、つまり調査した人に対するお

酒を飲んでいる人の割合を持ってきたものです。左側の方が全

部の人口ですね。年が 1954 年から始まって、2008 年まで、50

年ちょっとの間ですけど、男性はあまり増えていません。これ

はもともと男性が高いせいもあるんだと思いますが、女性の方

は、この 50 何年間の間に大体 5 倍ぐらいに飲酒率が増えてき

ているということです。これは全世界で同じような傾向でして、

こういうふうな男性と女性のお酒の飲み方が似てくる現象を収

束と呼んでいます。こちらの方は、20 代の男女の比率をプロットしたものですけれども、男性の場合

には 68 年からのものを見ますと、ほとんど変わらないですけど、女性は急激に増えまして、われわれ

が行った 2008 年のデータでは、男性を越してしまっているということです。ですから、今、大きな問

題点の一つは、若い女性がお酒をたくさん飲むということです。
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　（スライド 5）これは先ほど宮嵜課長のスライドにもありま

したけれども、中学生、高校生のお酒の飲み方の調査です。一

番長いブルーのバー、これが過去に飲んだことがあると答えた

方です。それからあと、赤い色のバーが過去 30 日の間に 1 日

以上飲んだことがある。それから最も低いバーが一週間のうち

1 日以上飲んだことがある者の割合を見てます。こちらが中学

生の男子で、こちらが女子。右のパネルが高校の男子、高校の

女子です。1996 年から 2000 年、2004 年、2008 年、2010 年と

いうふうになっていますが、見事に下がってきているというこ

とです。この未成年者の飲酒の比率が下がってきているのは、

世界的な傾向のようです。特に先進諸国の中ではですね。おも

しろいことに、世界で一様に同じことが言われています。一つ

は、一時（いちどき）にたくさん飲む、日本で言うと一気飲み

に近いような、そういう飲み方をするのが未成年者のアルコー

ルの問題の一番大きなところですが、それはそんなに減ってな

いということです。二つ目は減り方が女性に比べて男性の方が

大きい。つまり女性の方が減らないということです。ですから、日本は、世界のトレンドとよく似てい

る状況ですけれども、日本の下がり方は世界の中ではかなり特筆に値するんだろうと思われます。

　（スライド 6）これがアルコールに関連した慢性疾患の死亡

率の推移です。これが循環器疾患で、このブルーが口、口腔・

咽頭・食道がんの死亡率です。グリーンがアルコール性の肝障

害です。実は年齢調整をしていないので、必ずしもこのデータ

がそのまま当てはまるかどうかわからないんですけれども、大

体トレンドを見るのには問題ないと思います。いずれにしても、

右上がりに上がっているということです。

　1993 年からアルコールの消費量、下がってきているんだけ

れども、慢性疾患の場合は、そう簡単に下がっている影響は出てこないということだと思われます。

　（スライド 7）先ほど宮嵜課長のご発表の中に、DALY とい

うのが出てきました。本当にある病気で亡くなってしまうため

に失われた年数と、健康寿命が失われた年数と、それを両方加

味した、そういう数値です。これは WHO でよく使われていま

す。元々の英語が、disability -adjusted life year、これの頭文

字を取ったものですが、普通は疾病負荷と同義だというふうに

使われています。

　これを、この Rehm というカナダの有名な学者が日本のデー

タも使って計算して、2009 年の Lancet に出版しました。世界的に見ると男性は 7.6％、女性 1.4％。つ

まり病気でそういう健康問題を起こしたり亡くなる方を 100 とすると、そのうちの 7.6％は、男性の場

わが国における飲酒者割合の変化
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1954年・1968年調査: 酒類に関する世論調査 [2, 3]. 1976年調査: 首都圏一般人口調査 [4]. 1984年調査: 日米共
同疫学研究 [5]. 2003年・2008年調査: 厚生労働科学研究調査 [6-8].
3) 図2bで若年とは、1968年・1976年調査では20歳-29歳、2003年・2008年調査では20歳-24歳を示している.

スライド 4

(%)
中学生, 高校生の飲酒者割合の推移

100 0

87.2 
83.5 

86.7 
84.1 

77 380 0

100.0 

73.5 

64.5 

71.5 

64.3 

75.3 

59.8 

77.3 

63.3 

60 0

80.0 

53.3 

38.6

56.7 

42.1 

37 7

52.3 
55.6 

49.7  48.7 

40.8  42.1 

40 0

60.0 

38.6 
34.9 

37.7 

29.4  29.0 

20.5 
24.0  25.5 

20.0 

36.2 

22.6 

17 9

34.1 

20.6 
17 620 0

40.0 

10.0  8.9 
10.8  9.4 

17.9  17.6 

6.4  5.9 
3.9 

2.1  1.7 
3.9  4.1  2.9  1.9  1.5 

13.8  14.4 

10.0 
6.5  5.3  6.0 

7.8  6.5 
4.1  3.5 

20.0 

0.0 
96 00 04 08 10 96 00 04 08 10 96 00 04 08 10 96 00 04 08 10

中学男子 中学女子 高校男子 高校女子

飲酒経験 月飲酒(30日間で1日でも飲酒) 週飲酒

注
1) 調査年は、1996年（96）、2000年（00）、2004年（04）、2008年（08）、2010年（10）である。
2) 飲酒経験は過去に飲酒経験がある者の割合、月および週飲酒は、それぞれ調査前30日および1週間に1回以上飲酒した者の割合である。

スライド 5

人 人当たり 亡率
虚血性心疾患
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スライド 6

アルコールの疾病負荷量（アルコールの疾病負荷量（DALYDALY）の比較（）の比較（20042004年）年）

日本 世界

男性 女性 男性 女性
(X1,000) (X1,000) (X1,000) (X1,000)

アルコール関連疾病負荷量

がん 164 60 4,732 1,536

精神神経疾患（依存症など） 42 25 23,265 3,417

心臓血管障害 43 2心臓血管障害 43 2 5,985 939

肝硬変 83 26 5,502 1,443

外傷 154 47 22 333 3 931外傷 154 47 22,333 3,931

他の疾患による負荷量 0 0 64 83

アルコールのリスク低減効果 94 99 1 075 1 246アルコ ルのリスク低減効果 -94 -99 -1,075 -1,246

アルコールの純疾病負荷量 393 61 60,806 10,104

アルコールの疾病負荷量の割合 6.7% 1.3% 7.6% 1.4%アルコ ルの疾病負荷量の割合 6.7% 1.3% 7.6% 1.4%

RehmRehm J et al. Lancet, 2009.J et al. Lancet, 2009.DALY: disabilityDALY: disability--adjusted life years, adjusted life years, 障害調整疾病年障害調整疾病年
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合アルコールで説明できる。女性の場合 1.4％ですね。それから日本では男性が 6.7％、女性が 1.3％で、

世界的に見ると少し低いんですけれども、これは多くは、アルコール依存症の推計数が世界よりも少し

低いんですね。そのためなのではないかと思われます。いずれにしてもかなりのパーセンテージだとい

うことです。

　（スライド 8）それから、社会的な問題。これはさまざまな

問題があります。自殺、飲酒運転、暴言・暴力、家庭内暴力、

虐待、こういうふうなもののある一定のパーセンテージにアル

コールが関係しているということです。

　（スライド 9）これはそのうちの一つ、自殺です。我が国で

は今までわかっている中で、飲酒量と自殺の関係を見た研究っ

て二つありまして、一つはこの宮城県の大崎市で行われた大崎

研究といいます。もう一つはがんセンターの津金先生たちが

行っている研究で、2006 年の英国の雑誌に同じようなデータ

が出てますが、いずれにしても、飲酒量が増えれば自殺率が増

える。これが 1 合以下、1 合から 2 合、2 合以上ですけれども、

これが飲まない人。見事に飲酒量が増えるにしたがって自殺が

増えていく。飲酒量と自殺の関係っていうのは、これは推測の

域を出ないんですけれども、やっぱりお酒を飲むことによって

衝動性が高まる。それから自分に対する攻撃性が高まる。それ

から視野が狭くなって、自分の今の行動を客観的にとらえるこ

とができない。そういうふうなことが関係しているのではないかと思われています。

　（スライド 10）これは 2003 年に行われた我が国の実態調査

です。不適切な飲酒の推計数ですけれども、この中で、アル

コール依存症者の数が 80 万人です。もっとも注目に値するの

は、いわゆるアルハラです。アルハラというのはアルコールハ

ラスメントの略ですけれども、和製英語でして、そのアルハラ

の被害者が 3000 万人ぐらいいること、また、アルハラの被害

者の中で特に深刻な人たちが 1400 万人もいるということです。

本人の問題者の数よりも、周囲で影響を受けた人の数の方が多

いという、これがアルコールの問題のとても大きな特徴だと言

えます。

　（スライド 11）これはアルコールの社会的なコストの推計で

す。先ほど、宮嵜課長のご発表の中に樋口班という研究班がで

てきましたが、その中で鳥取大学の尾崎先生に計算していただ

いたものです。アルコールによる社会的コストの 2008 年の推

計値ですけれども、4 兆 1483 億円ということです。こちらの

方に細かく内訳が出ています。その時の酒税が 1 兆 4614 億円
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社会的問題社会的問題
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飲酒量と自殺のリスク飲酒量と自殺のリスク
わが国におけるコホート研究わが国におけるコホート研究: : OhsakiOhsaki StudyStudy
3

わが国におけるコホート研究わが国におけるコホート研究: : OhsakiOhsaki StudyStudy
（相対危険）（相対危険）
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不適切な飲酒者の推計数（不適切な飲酒者の推計数（20032003年実態調査）年実態調査）

項目項目 男性割合男性割合 女性割合女性割合 推計数推計数

多量飲酒者多量飲酒者

（（60g/60g/日以上）日以上）
13.4%13.4% 4.0%4.0% 860860万人万人

アルコール依存症疑いアルコール依存症疑い
（（KASTKAST）） 7.1%7.1% 1.3%1.3% 440440万人万人

アルコール依存症者アルコール依存症者

（（ICDICD--1010））
1.9%1.9% 0.1%0.1% 8080万人万人

アルハラ被害者アルハラ被害者 31.3%31.3% 26.3%26.3% 3,0403,040万人万人

アルハラ被害者アルハラ被害者

（生き方・考え方に影響）（生き方・考え方に影響）
12.7%12.7% 14.0%14.0% 1,4001,400万人万人

（ き方 考 方 影響）（ き方 考 方 影響）

樋口樋口進ほか進ほか: : 厚生労働科学研究厚生労働科学研究, , 成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究, 2002, 2002--20042004

スライド 10

アルコールの社会的コストの推計（アルコールの社会的コストの推計（尾崎米厚尾崎米厚. . 厚生労働科学研究厚生労働科学研究, 2012, 2012））
2008年データ 2011推計

2008年度酒税社会的コスト合計

2008年データ　2011推計

中心的なコスト
直接的

その他のコスト

283億円

1兆4614億円4兆1483億円

酒税の約3倍の

直接的

1兆226億円

酒税の約3倍の
社会的損失の推計

中心的なコスト

3兆974億円

中心的なコスト（直接的） 中心的なコスト（間接的） その他のコスト

中心的なコスト
間接的

治療（その他） 125億円

死亡（労働損失）

雇用の喪失 512億円

犯罪

社会保障
プログラム

57億円

1兆101億円 有病（労働損失）

1兆762億円

1兆9700億円

自動車事故

225億円

0.5億円

治療（医療）

自動車事故
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ですので、酒税の 3 倍ぐらいアルコールによって、社会的な損失があることになります。

　（スライド 12）今までの実態をまとめると、このようになり

ます。

　（スライド 13）世界的に見ると、アルコールは一番よく飲ま

れているのがヨーロッパの国々、それからお隣のロシア、この

あたりが非常にアルコールの問題として大きい。以前、ゴルバ

チョフ大統領という方がいらっしゃって、政権にあった時にア

ルコールの消費量をかなり引き下げたんですけれども、その後

またアルコールの消費量が上がってしまったんです。そして、

その前後の消費量の上がり下がりの間に、国民の平均寿命が 3

歳変わったというデータがあります。いかにアルコールが生命

に大きな影響を与えていたかということが、ロシアの体験でわ

かると思います。日本は大体中ぐらいのところに位置しており

ます。

　（スライド 14）これが先ほどちょっと申し上げたデータです。

OECD 加盟国の昨今のアルコール消費量の推移が出ています。

世界的に成人の人口を 15 歳以上としているようなので、15 歳

以上の平均を見ますと、多くの国では下がってきているんです。

　しかし、先進諸国の中で二つだけ非常に有名な国があります。

イギリスと、アイルランドですけれども、この国はなぜか知ら

ないけれども、飲酒量がほかの国の潮流と反して上がっている、

と言われていました。ちょっとこの下の方を見ていただくと、

最近下がってきたけど、ここで谷を描いて、また上がってきて

いる国があります。例えばフィンランドです。それからアメリ

カやイタリアです。何故上がってきているのか、よくわからな

いんです。私も OECD 会議に出させていただいて、その時に質問したんですが、理由はよくわからな

いということでした。日本のように高齢化がこんなに進んでいる国で、高齢者のパーセントが毎年のよ

うに増えていく。高齢者は若い人よりも一般的にお酒を飲みませんので、そういう要因を考えると、再

び上がってくるということは、なかなか考えづらいんです。アメリカもイタリアも同じような人口構造

をしてますので、それで上がってきているわけですから、本当

に我が国もこの先、よく注意深く見ていかないといけないとい

うことです。

　（スライド 15）これは先ほど、宮嵜課長のスライドに出てま

いりました。健康寿命と、それから本当の寿命を考えると、ア

ルコールにより、世界で大体 1 年間に 7000 万年失われている

ということです。

　（スライド 16）これからですが、アルコール政策の有効性に

わが国の飲酒実態のまとめわが国の飲酒実態のまとめわが国の飲酒実態のまとめわが国の飲酒実態のまとめ

1. 1. 最近、未成年者・成人ともに飲酒量は低下しているが、最近、未成年者・成人ともに飲酒量は低下しているが、
飲酒量そのものは依然として高いレベルにある飲酒量そのものは依然として高いレベルにある

2. 2. 女性、特に若年女性の飲酒量は増えており、同年代女性、特に若年女性の飲酒量は増えており、同年代
の男性を凌ぐ勢いであるの男性を凌ぐ勢いであるの男性を凌ぐ勢いであるの男性を凌ぐ勢いである

3. 3. アルコール関連健康問題は依然として増加の可能性アルコール関連健康問題は依然として増加の可能性
が高いが高いが高いが高い

4. 4. 飲酒運転、自殺、家庭内暴力などの社会問題も深刻飲酒運転、自殺、家庭内暴力などの社会問題も深刻
あるあるであるである

5. 5. 他者の飲酒による悪影響の被害も膨大である他者の飲酒による悪影響の被害も膨大である他者の飲酒による悪影響の被害も膨大である他者の飲酒による悪影響の被害も膨大である

スライド 12

成人平均アルコール消費量の世界分布成人平均アルコール消費量の世界分布
(WHO, (WHO, アルコールと健康に関する国際情報システムアルコールと健康に関する国際情報システム, 2010) , 2010) (WHO, (WHO, アルコ ルと健康に関する国際情報システムアルコ ルと健康に関する国際情報システム, 2010) , 2010) 

Dr. V. PoznyakDr. V. Poznyakの好意によるの好意による

スライド 13

OECDOECD加盟国の平均飲酒量の推移加盟国の平均飲酒量の推移
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スライド 14

様々な危険要因による様々な危険要因によるDALYsDALYsの推計値の推計値
(2004(2004年の世界での値年の世界での値) ) 

35 796肥満

(2004(2004年の世界での値年の世界での値) ) 

41 305

41 009

高血糖

固形燃料からの受動吸煙

56 897

43 842

喫煙

不適切な授乳

64 240

57 227

劣悪な衛生状態

高血圧

70 017

69 424
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Dr. V. PoznyakDr. V. Poznyakの好意によるの好意による

DALYは、総人口について死亡が早まることによって失われた年数（YLL: Years of 
Life Lost）と人々の健康状態に生じた事故による障害によって失われた年数
（YLD: Years of Life lost due to Disability）の合計として計算される。

スライド 15
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ついて、お話を申し上げたいと思います。

　（スライド 17）先ほどから何回も出てきています WHO の世

界戦略ですが、この世界戦略を考える上で、いろいろな文献が

もちろん使われています。なぜかと言うと、WHO の世界戦略

は、エビデンスに基づいた政策を前面に出しているからです。

つまり有効性のあるものは大いに進めていこう。有効性のない

ものについては再考が必要だというのが姿勢です。その有効性

について、非常によくまとめられた本が、アルコールノー　

オーディナリーコモデティです。左が初版で、右が第 2 版です

が、これがもう教科書のように使われています。これについて、

ちょっと簡単に説明したいと思います。この本の中では、アル

コールの政策分野をいくつかに分けて、それぞれの政策が今ま

での研究のパターンから見るとどのくらい効果があったかとい

うことを事細かに評価しているということです。その分野とい

うのが、大体、世界戦略の、先ほど宮嵜課長がお示しになった

10 の分野とよく一致していますので、これはわかりやすいと

思ったので、持ってまいりました。

　（スライド 18）まず、治療と早期介入。これはわれわれの分

野ですけれども、例えば危険な飲酒者に対する簡易介入。これ

は後で出てきますが、簡単な個別のカウンセリングです。この

有効性はいずれも 3 プラス。実際に有効である。それから研究

によるエビデンスが豊富である。それから国際的にもいろいろ

な違った国際的なところに応用できる。日本も OK、アメリカ

もOK、発展途上国もOK。こういうふうな意味です。自助グルー

プは 2 プラスぐらい。それから解毒プログラムというのが、日

本ではあまりないですけれども、これが 3 プラス。それから依

存症に対しての効果というのは、比較的限定されているという

ことになります。これ、何故かと言うと、この有効性の見る場

合には、日本全体としてどのくらい有効なのかという、そうい

う判断をします。依存症は、大問題なんですけれども、依存症

の方の数は限られているので、依存症の方がよくなったからと

言って、それはもう非常に大きなことなんですが、全体から見

ると、インパクトは少し小さい。こういうふうな意味ですね。

　（スライド 19、20）それから問題の、教育と説得。先ほど、教育が指針の中に入っていましたけれども、

これはもうどの国際学会、会議に出ても、必ず議論になります。つまり、今までの研究エビエンスから

見ると、教育説得というのはほとんど効果がないということを言っているわけです。

　学校での集団教育はほとんど効果がない。大学生に対する規範教育はわずかに効果があるかもしれな

アルコ ル政策の有効性アルコ ル政策の有効性アルコール政策の有効性アルコール政策の有効性

スライド 16

BaborBabor T et al. T et al. AlcoholAlcohol: : No Ordinary CommodityNo Ordinary Commodity
初版 第2版初版 第2版

スライド 17

治療と早期介入治療と早期介入

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

有効性検証有効性検証

危険な飲酒者に対する
簡易介入

++++++ ++++++ ++++++
簡易介入

自助グループ ++++ ++++ ++++

常習飲酒運転者に対する常習飲酒運転者に対する
強制的治療

++ ++++ 00

解毒プ グ医療・社会的解毒プログラム ++++++ ++++ ++++

心理社会的治療（プレアルコ ++++ ++++++ ++++
ホリックや依存症者に対する）

++++ ++++++ ++++

薬物治療（プレアルコホリック ++ ++++ ++++
や依存症者に対する）

++ ++++ ++++

スライド 18

教育と説得教育と説得

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

有効性検証有効性検証

学校での集団教育 00 ++++++ ++++

大学生に対する規範教育 ++ ++ 00

学生 対するハイリスク学生に対する
簡易介入

++ ++ 00

飲酒運転を含めた報道
キャンペーン

00 ++++++ ++++

警告表示 00 ++ 00

社会に対する啓発活動 00 ++++ 00社会に対する啓発活動 00 ++++ 00

スライド 19
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い。飲酒運転を含めた報道キャンペーン、これもなし。警告表

示、お酒のところのラベルですね。これもなし。社会に対する

啓発活動、これもなし。もうほとんど身も蓋もないような中身

ですけれども、これが事実です。

　2 週間前にパリで行われた OECD の会議では、OECD 事務

局の発表からすると、大いに有効性があったという、そういう

結論だったんですね。ところがその後の議論の中で、いろいろ

な人が意見を言って、結局はこの教育と説得というのはどうも

効果がなさそうだから、有効な政策からはずしちゃおうということになったわけです。しかし、大事な

ことは何かと言うと、評価しているものは、今ここで教育をして、教育をした結果が飲酒行動として表

れるかどうか、そういう話なんです。ところが教育というのは、飲酒行動が変わる、それはもう変われ

ば最もいいんですけれども、変わらなくても、その教育を受けた方々の心の中に、その知識がしっかり

残っていて、例えばアルコールの問題に関する意識の向上があったとすると、それは非常に大きな効果

なのですが、そういうのは評価できないわけです。ですから、

教育についてはそのように行動の修正はなかなか難しいかもし

れないけれども、認識の増加については、非常に大きなインパ

クトがあるということが一般的に言われています。

　（スライド 21）それから飲酒運転の対策。これは非常に有効

性が高いということです。先ほど飲酒運転に対する報道キャン

ペーンは効果がないと言いましたけど、我が国の場合は、ちょっ

と違っていると思っています。2006 年に福岡で 3 人の幼子が

海の中に落ちてしまって亡くなった事件がありました。あの

時、ものすごく報道されましたが、実はあの時に法の改正とか

何も一切なかったんですけれども、飲酒運転による死亡事故数

などが激減しました。それは、おそらく報道キャンペーンが一

定の期間、すごくインテンシブに行われた効果だと思われます。

日本の独特のデータではないかと思って、このデータをこの

間、OECD の会議の時に、日本の経験ということで発表したら、

各国から非常に賞賛されました。ですから、必ずしもここに書

いてあることが全部正しいわけじゃなくて、おおまか見るとこ

ういうことだということが言えるのかもしれません。

　（スライド 22、23）それから酒類の入手規制、販売の禁止と

か、それから時間の短縮とか、そういうことは大いに関係があ

る、有効であるということですね。

　（スライド 24、25）それからあと、マーケティング、これは

宣伝ですね。広告宣伝に関する法的規制というのがあればこれ

は 1 から 2 プラスぐらいの有効性はあるということです。アル

酒類の入手規制酒類の入手規制

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

有効性検証

酒類販売の禁止 ++++++ ++++++ ++++

公共の場の飲酒禁止 ?? ++ ++

若年者の飲酒禁止 ++++++ ++++++ ++++

酒類の配給制度 ++++ ++++ ++++

酒販の政府専売制 ++++ ++++++ ++++

酒販の時間・日数制限 ++++ ++++ ++++++酒販の時間 日数制限 ++++ ++++ ++++++

酒販・飲食店の密度制限 ++++ ++++++ ++++

酒類の濃度に従った入手方法 ++++ ++++ ++

スライド 22

飲酒運転対策飲酒運転対策

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

有効性検証

飲酒検問 ++++ ++++++ ++++++

無作為呼気検査 ++++++ ++++ ++++

BAC制限の引き下げ ++++++ ++++++ ++++++

運転免許停止処分 ++++ ++++ ++++

若年者に対するBAC制限引き下げ ++++++ ++++ ++++
未熟な運転者に対する段階的免許 ++++ ++++ ++++
交付制度

++++ ++++ ++++

ハンドルキーパー・代行運転 00 ++ ++

厳罰化 0/+0/+ ++++ ++++

スライド 21

酒類の入手規制酒類の入手規制酒類の入手規制酒類の入手規制

国民の賛同があれば 酒類の入手規制を行 た場国民の賛同があれば 酒類の入手規制を行 た場国民の賛同があれば、酒類の入手規制を行った場国民の賛同があれば、酒類の入手規制を行った場
合その効果は極めて大きい合その効果は極めて大きい

若年者 お 飲 能年齢 き げ 飲若年者 お 飲 能年齢 き げ 飲若年者においては、飲酒可能年齢の引き上げは、飲若年者においては、飲酒可能年齢の引き上げは、飲
酒量および飲酒問題の低減につながる酒量および飲酒問題の低減につながる

特に大量飲酒者においては、酒類の入手規制に要特に大量飲酒者においては、酒類の入手規制に要
する費用の方が、飲酒関連の健康問題対策に要すする費用の方が、飲酒関連の健康問題対策に要す
る費用より少ないる費用より少ない

しかし、規制の結果、酒類の闇マーケット活動（たとしかし、規制の結果、酒類の闇マーケット活動（たとしかし、規制の結果、酒類の闇 ケット活動（たとしかし、規制の結果、酒類の闇 ケット活動（たと

えば、違法な国外買付、自家醸造、不法輸入など）がえば、違法な国外買付、自家醸造、不法輸入など）が
活発化する可能性がある活発化する可能性がある活発化する可能性がある活発化する可能性がある

スライド 23

教育戦略のまとめ教育戦略のまとめ教育戦略のまとめ教育戦略のまとめ

教育および説得プログラムの効果は大きくない教育および説得プログラムの効果は大きくない教育および説得プログラムの効果は大きくない教育および説得プログラムの効果は大きくない

有効性が確認されたとしても、その効果は継続しない有効性が確認されたとしても、その効果は継続しない

数百にもおよぶ研究の中で数百にもおよぶ研究の中で 33年以上の効果が確認され年以上の効果が確認され数百にもおよぶ研究の中で、数百にもおよぶ研究の中で、33年以上の効果が確認され年以上の効果が確認され
たのはほんのわずかであるたのはほんのわずかである

プログラムが包括的であ ても 飲酒開始年齢を遅らせプログラムが包括的であ ても 飲酒開始年齢を遅らせプログラムが包括的であっても、飲酒開始年齢を遅らせプログラムが包括的であっても、飲酒開始年齢を遅らせ
たり、飲酒量をわずかに低減させることも難しい場合がたり、飲酒量をわずかに低減させることも難しい場合が
多い多い多い多い

家族治療や簡易介入のように、多面的かつ対話型の教家族治療や簡易介入のように、多面的かつ対話型の教
育プログラムは有効である可能性がある育プログラムは有効である可能性がある育プログラムは有効である可能性がある育プログラムは有効である可能性がある

現状では、有効性が確認されていないにもかかわらず、現状では、有効性が確認されていないにもかかわらず、
多くのプログラムはそのまま実施されている多くのプログラムはそのまま実施されている多くのプログラムはそのまま実施されている多くのプログラムはそのまま実施されている

スライド 20
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コール産業の自主規制、残念ながらこれ、ゼロというふうになっ

ています。

　（スライド 26）それから酒類の価格の設定ですけれども、酒

類の、これは一般的に、酒類の値段が上がれば、それは人々は

買わなくなるということでして、これは大いに、アルコールの

問題を低減していこうということから考えると有効であるとい

うことです。

　（スライド 27）それから飲酒環境への介入です。例えば客の

攻撃性対処に対する職員の教育とか、それから飲食店に対する

法的規制の強化と法の適正な実施とか、売る側や飲食店などの

提供する側に対するアプローチというのも、ある一定の有効性

がある、ということです。

　（スライド 28、29）このように政策の有効性を頭の中に入れ

て、WHO の世界戦略というのをあらためて見てみましょう。

WHO の世界戦略、2010 年 5 月に採択されて、来年の 5 月の世

界保健総会で、3 年後の見直しというのが行われて、各国の進

捗状況が評価されます。

　（スライド 30）世界戦略の文書はこのような中身になってい

ます。特に重要なのは、先ほど宮嵜課長がお示しになった、こ

の推奨政策オプションです。

　各国の実情に応じて、最も適切と思われる政策を実施してい

く。それが WHO から勧告されていることです。タバコについ

ては、枠組み条約というのがありまして、各国でこれこれこれ

をしなければいけないという、そういう決まりなんです。アル

コールの場合には、かなりトーンが下がって、こういう推奨政

策があるので、この中から、各国の実情に応じていいものを選

んでやりなさい。そういうふうなことです。

　（スライド 31）10 の分野で一番がリーダーシップとコミット

メントです。これはリーダーシップを持って実施していこうと

いう、そういうふうな意気込みのことを言っているわけです。

それから 2 番目が、保健医療サービス。われわれの分野です。

それから 3 番目が地域社会の行動です。4 番目が飲酒運転。5

番目がアルコールの入手規制。6 番目が、先ほどのマーケティング。価格設定、これは先ほどの分類と

よく似ています。それから飲酒及びアルコール酩酊による悪影響の低減。これは、先ほどのもので言い

ますと、一番最後のお酒の提供に関する部分。あるいは一気飲みによるアルコールの問題を低減するよ

うなことですね。それから 9 番は、要するに、法律で認められているお酒ではなくて、自分のうちでつ

くる酒のことです。これに対する規制です。10 番目が観察とモニタリング、つまりアルコールの問題、

マ ケテ ングに関する規制マ ケテ ングに関する規制マーケティングに関する規制マーケティングに関する規制

戦略 介入方法 有効性 研究支持
国際的

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

有効性検証

広告・宣伝に関する法的規制 +/+++/++ ++++++ ++++

広告・宣伝内容に関する ?? 00 00広告 宣伝内容に関する
法的規制

?? 00 00

アル ル産業の自主規制 00アルコール産業の自主規制 00 ++++ ++++

スライド 24

マーケティングに関する規制マーケティングに関する規制マ ケティングに関する規制マ ケティングに関する規制

酒類のマーケティングは世界的産業である酒類のマーケティングは世界的産業である酒類のマーケティングは世界的産業である酒類のマーケティングは世界的産業である

酒のブランドは、テレビ、ラジオ、プリントメディア、酒のブランドは、テレビ、ラジオ、プリントメディア、
イ タ ネ トなど 広告 宣伝され るイ タ ネ トなど 広告 宣伝され るインターネットなどで広告・宣伝されているインターネットなどで広告・宣伝されている

酒類の広告・宣伝に反復して暴露されると、飲酒酒類の広告・宣伝に反復して暴露されると、飲酒酒類の広告 宣伝に反復して暴露されると、飲酒酒類の広告 宣伝に反復して暴露されると、飲酒
を肯定する考え方が身につき、飲酒量が増加しやを肯定する考え方が身につき、飲酒量が増加しや
すくなるすくなるすくなるすくなる

既存のエビデンスによると、この効果は若年者で既存のエビデンスによると、この効果は若年者で
特に顕著で 飲酒開始年齢を引き下げ 飲酒して特に顕著で 飲酒開始年齢を引き下げ 飲酒して特に顕著で、飲酒開始年齢を引き下げ、飲酒して特に顕著で、飲酒開始年齢を引き下げ、飲酒して
いる若年者の飲酒量を増加させる、ことにつながいる若年者の飲酒量を増加させる、ことにつなが
るというるというるというるという

スライド 25

酒類の価格設定と課税酒類の価格設定と課税

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

戦略 介入方法 有効性 研究支持
有効性検証

酒類の課税 ++++++ ++++++ ++++++酒類の課税 ++++++ ++++++ ++++++

最低価格の設定 ?? ++ 00最低価格の設定 ?? 00

酒類の廉売の禁止 ++ ++ ++

酒類の種別による価格設定 ++ ++ ++

若者向けの酒類（果実風味の
甘い酒など）に対する課税強化

++ ++ ++
甘い酒など）に対する課税強化

スライド 26

飲酒環境への介入飲酒環境への介入

戦略・介入方法 有効性 研究支持
国際的

有効性検証
戦略 介入方法 有効性 研究支持

有効性検証

責任ある接客（responsible 
beverage service）に関連した職員 0/+0/+ ++++++ ++++beverage service）に関連した職員
教育と店の方針策定

0/+0/+ ++++++ ++++

客の攻撃性対処に対する職員教育 ++++ ++ ++++客の攻撃性対処に対する職員教育 ++++ ++ ++++

飲食店に対する法的規制強化と
法の適正な実施

++++ ++++ ++++
法の適正な実施

酒類提供者義務（server liability） ++++ ++++ ++

飲食店（bar）の自主規制 00 ++ ++

飲食店の深夜営業禁止 ?? ++ 00

スライド 27
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消費量をしっかりとモニターしていって、注意深く見ていこう

という、そういうことです。

　（スライド 32）こういうことを元にして、我が国のアルコー

ルの政策をあらためて見てみたいと思います。これは、WHO

のグローバルステータスレポートの中に、アルコールポリシー

というところがありまして、その分類の仕方によったもので

す。国の中にはアルコールの専売制を取っているところがあり

ます。我が国はもちろんないです。それから生産免許、これは

もちろん、我が国はあります。それから酒類の小売りに関する

制限はまったくないと思われます。それから未成年者の飲酒、

未成年者飲酒禁止法という法律が我が国にはございまして、20

歳未満の若者はお酒を飲んではいけませんということです。こ

の年齢制限は世界の中では、かなり高い方です。世界で一番年

齢が高いのがアメリカでして、21 歳です。ヨーロッパの国は

大体 16 歳とか 17 歳とか、かなり低くなっています。それから

あと、飲酒運転に対する法制化。道路交通法とか危険運転致傷

罪とか、我が国はかなりこれについては一生懸命やっていま

す。それから酒類の値段ですが、相対コストが低く下がり続け

ているということです。相対コストとは、物価全体に対するア

ルコールの飲み物の平均的な価格の比ですが、これは下がって

きているし、けっして高い方ではありません。それから酒税で

す。もちろん、我が国の場合、酒税がありますけど、WHO が

言っているのは、濃い酒ほど酒税を高くしなさい。そうすると

濃い酒を飲む人の数が減るものだから、全体的に見ると、アル

コールの消費量が下がる、ということです。だけど、我が国の

場合に一番酒税が高いのはビールだと思うんですね。ですから、

WHO のガイドラインからすると、少し違っている部分がある。

それからあと、酒類の広告の規制。これは業界の自主基準があっ

て、何回か改訂されているというふうに伺っています。それか

らスポンサーに対する制限。これは特にございません。スポン

サー制限というのは、例えばワールドカップサッカーの時に、

お酒のメーカーがスポンサーをすると、子どもたちが格好いい

スポーツとお酒というのを頭の中でリンクさせてしまい、それが将来、お酒を飲む量が増えることにつ

ながるのではないか、と、そういうふうなストーリーです。それからあと、酒、びん、缶の警告表示と

いうのがあります。

　（スライド 33）我が国のアルコール政策に関する特徴は、お酒を買ったり売ったりする方に関しては、

ほとんど規制が何もないということです。

第63回世界保健総会（World Health Assembly）
( 年 月 )

第63回世界保健総会（World Health Assembly）
( 年 月 )(2010年5月17日-21日)(2010年5月17日-21日)

決議WHA63.13 
“アル ルの有害な“アルコールの有害な

使用を低減するため
の世界戦略（Global 
strategy to reduce s a egy o educe
the harmful use of 
alcohol）“alcohol）

を採択した

スライド 29

世界戦略文書の概要世界戦略文書の概要

導入部分導入部分導入部分導入部分
・・ アルコール関連問題の現状アルコール関連問題の現状
・・ 課題と機会課題と機会
・・ 戦略の目的と目標戦略の目的と目標戦略の目的と目標戦略の目的と目標
・・ 指針に関する原則指針に関する原則
・・ 国の政策および対策国の政策および対策

政策オプションと介入（加盟国の役割）政策オプションと介入（加盟国の役割）政策オプションと介入（加盟国の役割）政策オプションと介入（加盟国の役割）
・・ 1010の政策オプションの政策オプション

地球規模の行動地球規模の行動: : 主要な役割および要素（主要な役割および要素（WHOWHOの役割）の役割）
公衆衛生支援とパ トナ シップ公衆衛生支援とパ トナ シップ・・ 公衆衛生支援とパートナーシップ公衆衛生支援とパートナーシップ

・・ 技術支援と能力開発技術支援と能力開発
・・ 知識の生産と普及知識の生産と普及
資源の動員資源の動員・・ 資源の動員資源の動員

世界戦略の実施世界戦略の実施
・・ その他の戦略、計画、プログラムとの繋がりと接点その他の戦略、計画、プログラムとの繋がりと接点
・・ 進捗状況モニターと報告方法進捗状況モニターと報告方法

スライド 30

世界戦略における世界戦略における1010分野の分野の
推奨政策オプション推奨政策オプション

1) 1) リーダーシップ、認識とコミットメントリーダーシップ、認識とコミットメント
2) 2) 保健医療サービスの対応保健医療サービスの対応))
3) 3) 地域社会の行動地域社会の行動
4) 4) 飲酒運転に関する方針と対応策飲酒運転に関する方針と対応策))
5) 5) アルコールのアルコールの入手規制入手規制
6) 6) 酒類酒類ののマーケティングマーケティング))
7) 7) 価格設定方針価格設定方針
8) 8) 飲酒およびアルコール酩酊による悪影響の低減飲酒およびアルコール酩酊による悪影響の低減))
9) 9) 違法または非正規に製造されたアルコール違法または非正規に製造されたアルコールがが

公衆衛生に公衆衛生に与える影響の低減与える影響の低減
10) 10) 観察観察ととモニタリングモニタリング

スライド 31

WHOWHOの世界戦略との世界戦略とWHOWHOの世界戦略との世界戦略と
わが国の現状わが国の現状わが国の現状わが国の現状

スライド 28
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　（スライド 34）これはまったく私の私見ですけれども、こう

いうことを踏まえて、対策を強化していくにはどうしたらいい

かについて列挙してみました。WHO の世界戦略にしたがって

見ていきますと、まず、アルコール対策へのコミットの向上が

あります。これには強力なリーダーシップが必要で、このリー

ダーシップの元に政策が実現されていく必要があるだろうとい

うことです。先ほど話が出てまいりました、アルコール健康障

害基本法、あるいは関連問題基本法、こういう法律がもし制定

されるとすると、これは強力なリーダーシップと言えるのでは

ないかと思われます。

　それからあと 2 番目、低リスク、高リスク飲酒に対する啓発

ということですが、これは先ほど、啓発というのは効果がない

というふうに申し上げたばかりで大変恐縮です。しかし、ここ

にも書いてあるとおり、国民の認識の向上とか、あるいは世論

の盛り上がりに大いに貢献するだろうと。そういうふうな面で

は、ぜひ啓発は行われないといけないと思われます。

　（スライド 35）それから法執行の向上がなさればよろしい。

特に未成年者飲酒規制法なんかは、それに該当するのかもしれ

ません。飲酒可能年齢の引き下げというのが、少し議論に上がっ

たんですけれども、成人の年齢が引き下げの議論にしたがって

ですね。しかしこれ、過去のいろいろな歴史から考えると、引

き下げると未成年者の飲酒問題の増加につながる可能性が非常

に高いと思われるので、これはよくないですね。

　それからあと、定期的なモニタリングですね。これはぜひす

べきでしょう。それから先ほども話に出てきましたけれども、

研究調査ですね。我が国は、1 億 3000 万の人口、GDP が世界

3 位、そういう言ってみれば超大国だと思いますけれども、こ

とアルコールに関してはデータが非常に限られているというこ

とです。ほかの OECD の国に比べると、データが非常に少ない。

ぜひこの調査研究することによってデータを豊富にして、もう

少し国民の方々にわかりやすいデータを提供できるようにでき

たらいいと思います。

　（スライド 36）それからこれはわれわれの分野ですけれども、大量飲酒とか依存症の方々に対する保

健医療の質を上げていく、こういう努力を絶対にしなければいけない。これはわれわれが一番しなけれ

ばいけないことです。

　まず、ここにある簡易介入の開発と広範な施行、それから依存症の治療の向上です。それから依存症

者の社会復帰システムの拡充。自助グループの育成、依存症家族の広範な支援。こういうふうなことが

わが国のアルコール政策わが国のアルコール政策: : まとめまとめ

政策分野政策分野 現状現状

酒類の供給に関する制限酒類の供給に関する制限酒類の供給に関する制限酒類の供給に関する制限

国の専売制度国の専売制度 なしなし

生産 販売の免許性生産 販売の免許性 ありあり生産・販売の免許性生産・販売の免許性 ありあり

酒類の小売酒類の小売 制限はない制限はない

未成年者の飲酒未成年者の飲酒 未成年者飲酒禁止法（未成年者飲酒禁止法（2020歳未満禁止）歳未満禁止）未成年者の飲酒未成年者の飲酒 未成年者飲酒禁止法（未成年者飲酒禁止法（2020歳未満禁止）歳未満禁止）

飲酒運転に関する法制化飲酒運転に関する法制化 道路交通法・危険運転致死傷罪など道路交通法・危険運転致死傷罪など

酒類の値段酒類の値段 相対コストは低く 下がり続けている相対コストは低く 下がり続けている酒類の値段酒類の値段 相対コストは低く、下がり続けている相対コストは低く、下がり続けている

酒税酒税 あり（酒の種類による）あり（酒の種類による）

酒類の広告規制酒類の広告規制 業界の自主基準のみ業界の自主基準のみ酒類の広告規制酒類の広告規制 業界の自主基準のみ業界の自主基準のみ

スポンサースポンサー 制限なし制限なし

酒ビン・カンの警告表示酒ビン・カンの警告表示 あり（国税庁の通達および業界の自主基準）あり（国税庁の通達および業界の自主基準）酒ビン・カンの警告表示酒ビン・カンの警告表示 あり（国税庁の通達および業界の自主基準）あり（国税庁の通達および業界の自主基準）

WHO: Global Status Report: Alcohol PolicyWHO: Global Status Report: Alcohol Policyに従ったに従った

スライド 32

アル ル政策に関するわが国の特徴アル ル政策に関するわが国の特徴アルコール政策に関するわが国の特徴アルコール政策に関するわが国の特徴

酒類の需要・供給に関する規制がほとんどない酒類の需要・供給に関する規制がほとんどない

需要需要
広告規制はメーカーの自主基準のみ広告規制はメーカーの自主基準のみ
ポ 制限もなポ 制限もなスポンサーの制限もないスポンサーの制限もない

供給供給供給供給
小売酒販数は漸減傾向にあるが高い水準小売酒販数は漸減傾向にあるが高い水準

時間時間 も購も購2424時間・時間・365365日、いつでも購入可日、いつでも購入可
酒類の相対価格は低下傾向酒類の相対価格は低下傾向

スライド 33

我が国における対策（我が国における対策（11））我が国における対策（我が国における対策（11））
現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策

アルコール対策へのコミット向上（アルコール対策へのコミット向上（WHOWHO分野分野11））
・・ 強力なリーダーシップ必要強力なリーダーシップ必要

低リスク・高リスク飲酒に関する啓発の推進低リスク・高リスク飲酒に関する啓発の推進
・・ 飲酒行動に関する直接的影響は少ない可能性飲酒行動に関する直接的影響は少ない可能性
・・ 国民の認識の向上国民の認識の向上
・・ 世論の盛り上がりに貢献世論の盛り上がりに貢献

スライド 34

我が国における対策（我が国における対策（11））我が国における対策（我が国における対策（11））
現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策

法執行の向上法執行の向上
特に未成年者飲酒禁止法（特に未成年者飲酒禁止法（WHOWHO分野分野55））・・ 特に未成年者飲酒禁止法（特に未成年者飲酒禁止法（WHOWHO分野分野55））

・・ 飲酒可能年齢の引き下げは論外飲酒可能年齢の引き下げは論外
飲酒運転関連の法執行（飲酒運転関連の法執行（WHOWHO分野分野44））・・ 飲酒運転関連の法執行（飲酒運転関連の法執行（WHOWHO分野分野44））

定期的モニタリングシステムの拡充定期的モニタリングシステムの拡充定期的モニタリングシステムの拡充定期的モニタリングシステムの拡充
（（WHOWHO分野分野1010））

アルコール関連問題に関する調査研究アルコール関連問題に関する調査研究
の推進の推進の推進の推進

スライド 35



－ 20 －

飲酒と健康に関する講演会

なされるといいと思います。

　（スライド 37）簡易介入というのは、ここの下に写真が出て

いますけれども、これはうちの病院のソーシャルワーカーの方

で、こちらが対象者の方ですけれども、何か簡単な教材を使っ

て、ご本人に飲酒量を下げていくようなカウンセリングをする

ことです。たった 5 分とか 10 分の短いカウンセリングだけれ

ども、非常に有効だと言われています。これは前に、内閣府と

一緒にやった研究ですけれども、介入前のお酒の飲み方がこの

くらいですね。それで、こちらの方は何もしない群。こちらの

方は簡易介入をした群ですけれども、こちらの方が消費量に

なっています。やはりカウンセリングの介入をすると、消費量

がぐっと下がって、それが 12 カ月ぐらいしっかりと続くとい

うことです。これは非常に施行が簡単なので、いろいろな場面

でできるといいと思われます。できれば、診療報酬の中に入れ

込んで、内科の先生とか外科の先生とか、あるいは先生ができ

なければ看護師さんとか保健師さんが、簡易介入にあたると、

非常に有効です。これはわれわれがぜひ取り組まなければいけないことです。

　（スライド 38）それからあと、依存症の治療ですね。特に今

求められているものの一つが薬物治療。現在使えるアルコール

依存症の治療薬物は、2 種類ですけれどもメカニズムから言う

と 1 種類しかなくて、世界で最もプアな国の一つです。最近、

飲酒欲求を抑える新薬が海外で使用されていて、我が国でも

やっと来年の 5 月ぐらいにこの手の薬が使えるようになります

が、世界的に見ると相当遅れているということです。これをぜ

ひなんとかしなければいけません。

　それからそのほかの面でも、やはり治療の向上が必要です。これはわれわれが本当に肝に銘じてやっ

ていかなければいけないことだと思います。

　（スライド 39）アルコールの業界の方々にはぜひお願いした

いのは、広告宣伝の自主規制を強化していただきたいというこ

とです。特に女性、若い女性の飲酒があれだけ増えているわけ

ですから、若い女性にターゲットを絞った宣伝があったとする

と、それはもうぜひ考えていただきたい。

　それから、不当廉売も。アルコールの不当廉売は非常に多い

ですから、販売価格を適正化していただきたい。もちろん、酒

類の責任ある販売提供もお願いしたい。

　（スライド 40）最後に、WHO の分野の 5、これは酒類の入手規制とかマーケティングに対する規制、

価格の設定の方針。これは、いろいろな利益が交錯するところですので、そんなに簡単に物事は進まな

簡易介入の有効性簡易介入の有効性
過去過去77日間の飲酒量の変化日間の飲酒量の変化過去過去77日間の飲酒量の変化日間の飲酒量の変化

(ドリンク数)

** ** ** ** P < 0.01.
介入前との比較.  

日本酒
(15%) 

ウイス
キー
(40%)

ビール
(5%)

缶チュー
ハイ(7%) 

焼酎
泡盛
（25%)

ワイン
(12%)

(40%) （25%)

１合 ダブル1杯
中瓶1本
(500ml)

1缶
(350ml)

1合 グラス１杯

2ドリンク 2ドリンク 2ドリンク 2ドリンク 3.5ドリンク 1ドリンク

スライド 37

アルコール依存症のアルコール依存症の
治療方法の向上治療方法の向上

薬物治療薬物治療
治療に使える薬物は抗酒薬のみ治療に使える薬物は抗酒薬のみ治療に使える薬物は抗酒薬のみ治療に使える薬物は抗酒薬のみ
最近、飲酒欲求を抑える新薬が海外で使用最近、飲酒欲求を抑える新薬が海外で使用

・・ 飲酒量低減を目的にした新薬飲酒量低減を目的にした新薬飲酒量低減を目的にした新薬飲酒量低減を目的にした新薬
・・ 断酒率を高めることを目的にした新薬断酒率を高めることを目的にした新薬
臨床の現場で新薬の開発に対する待望臨床の現場で新薬の開発に対する待望臨床の現場で新薬の開発に対する待望臨床の現場で新薬の開発に対する待望

心理社会的治療心理社会的治療心理社会的治療心理社会的治療
認知行動療法など既存の手法改良認知行動療法など既存の手法改良
有効性のより高い手法の開発有効性のより高い手法の開発有効性のより高い手法の開発有効性のより高い手法の開発

スライド 38

我が国における対策（我が国における対策（11））
現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策

アルコール産業（アルコール産業（WHOWHO分野分野5, 6, 7, 85, 6, 7, 8））

広告 宣伝の自主規制強化広告 宣伝の自主規制強化・・ 広告・宣伝の自主規制強化広告・宣伝の自主規制強化

-- 例えば、若い女性をターゲットにした例えば、若い女性をターゲットにした

・・ 販売価格の適正化販売価格の適正化

・・ 酒類の責任ある販売・提供酒類の責任ある販売・提供

スライド 39

我が国における対策（我が国における対策（11））我が国における対策（我が国における対策（11））
現行の法的枠内で可能な対策現行の法的枠内で可能な対策

大量飲酒・依存症対策（大量飲酒・依存症対策（WHOWHO分野分野2 3 82 3 8））大量飲酒 依存症対策（大量飲酒 依存症対策（WHOWHO分野分野2, 3, 82, 3, 8））

・・ 簡易介入の開発・広範な施行簡易介入の開発・広範な施行

・・ アルコール依存症の治療方法の向上アルコール依存症の治療方法の向上

・・ 依存症者の社会復帰システムの拡充依存症者の社会復帰システムの拡充

・・ 自助グループの育成自助グループの育成自助グル プの育成自助グル プの育成

・・ 依存症家族の広範な支援依存症家族の広範な支援

スライド 36
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いと思いますけれども、こういうところも将来検討していただ

ければ非常に有効なのではないかと思われます。

　（スライド 41）これが最後のスライドですけれども、今の三

つが検討されていくためには、やはり国民、政府、利害関係者

の理解と協議が必要で、そういうふうな協議の上に立って、検

討されることが期待されます。

　以上です。ありがとうございました。

司会：先生、アルコール政策につきまして、大変私見を交えて

の大変有意義なお話、ありがとうございました。先生は大変お

忙しくていらっしゃって、これからお帰りになるということで

すけれども、せっかくの機会ですので、フロアの方、ご質問、

あるいはお聞きになりたい点ありましたら、どうぞ挙手でお願

い申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。せっかくの

機会ですので。

A：私自身、教育に関わっておりまして、そして学校での集団

教育は効果がないということの話を何度か先生からお伺いしたことがあるんですけれども、大学生に対

して、ノーマティブエデュケーションですね。これが効果が少しありそうだというデータが出ているん

ですけど、私自身も、子どもたちに対するというか、学校での教育の中で、ノーマティブエデュケーショ

ンを取り入れていったらいいんじゃないかというふうに思っているんですけれども、先生、いかがでしょ

うか。

樋口：これは、トムベーバー先生たちのグループの意見でございまして、必ずしも私の意見ではありま

せん。こんなことを申し上げるのは、本当に釈迦に説法ですが、研究がものすごくたくさん出版されて

いて、中には有効な研究もあるんです。この間、OECD の会議では、その有効な研究をいくつか取り

上げて、それをうまく総括してまとめてくださってました。しかし、量からするとやはり効果がないも

のの方が多いということ。もう一つ、やはり単に学校のスクール形式の授業があまり効果的ではないと

いうことです。いろいろな方々を中に交えての総合的な包括的な教育というのはしっかりと効果が出て

いるということなので、やり方によって全然違うんだと思うんです。ですから、先生がおっしゃるみた

いな、今の大学生に対するノーマティブのもの。それはもう 1 プラス出ていましたけれども、ぜひ推進

されなければいけないことだと思いますし、それからあとは、今日の発表で触れませんでしたが、個別

教育は有効だということはよく言われています。

　特に、高校生でも大学生でも、すでにお酒を飲み過ぎていて、問題の子どもたちがいたら、その子ど

もたちに対して、先ほどの、簡易介入のようなことをしていくと。これはこれでもう非常に有効だとい

うことがわかっていますので、対象と、方法を踏まえて、実施していかれるといいのではないかと思わ

れます。

司会：はい。

B：運輸業の方で保健師として、社員の健康管理を担当しています。簡易介入のことについて、ご質問

我が国における対策（我が国における対策（22））
今後の課題今後の課題

酒類の需用・供給に関する規制酒類の需用・供給に関する規制

・・ WHOWHO世界戦略分野世界戦略分野55--77

アル ル関連問題の低減に有効アル ル関連問題の低減に有効・・ アルコール関連問題の低減に有効アルコール関連問題の低減に有効

・・ 国民・政府・利害関係者の理解と協議が必要国民・政府・利害関係者の理解と協議が必要国民 政府 利害関係者の理解と協議が必要国民 政府 利害関係者の理解と協議が必要

スライド 41

我が国における対策（我が国における対策（22））
今後の課題今後の課題

酒類の入手規制（分野酒類の入手規制（分野55）抜粋）抜粋
文化的規範に従い、アルコール飲料の製造、卸売、供給を規制する。た文化的規範に従い、アルコール飲料の製造、卸売、供給を規制する。た
とえば 小売店の数と設置個所 小売の日数や時間の制限などとえば 小売店の数と設置個所 小売の日数や時間の制限などとえば、小売店の数と設置個所、小売の日数や時間の制限など。とえば、小売店の数と設置個所、小売の日数や時間の制限など。

マーケティング（分野マーケティング（分野66）抜粋）抜粋
酒類のマーケティングや販売促進のためのスポンサーシップなどの規制酒類のマーケティングや販売促進のためのスポンサーシップなどの規制
を行う枠組みを設定する。この枠組みは、望ましくは法律に基づくことがを行う枠組みを設定する。この枠組みは、望ましくは法律に基づくことが
望ましい望ましい望ましい。望ましい。

価格設定方針（分野価格設定方針（分野77）抜粋）抜粋価格設定方針（分野価格設定方針（分野 ）抜粋）抜粋
酒類の課税に関しては、アルコール濃度を考慮する。価格は、物価等を酒類の課税に関しては、アルコール濃度を考慮する。価格は、物価等を
考慮して再検討を行い、割引販売、原価割れ販売および飲み放題均一考慮して再検討を行い、割引販売、原価割れ販売および飲み放題均一
料金 または他の種類の大量販売を禁止 あるいは制限する料金 または他の種類の大量販売を禁止 あるいは制限する料金、または他の種類の大量販売を禁止、あるいは制限する。料金、または他の種類の大量販売を禁止、あるいは制限する。

スライド 40
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なんですけれども、私も勉強して、この簡易介入が有効であるというのを知ったんですが、なかなかそ

れを学ぶ機会、保健師とかという立場で学ぶ機会というのが少ないように感じるんですが、学習をする

機会としてはどういう場が考えられますか。

樋口：とても大事な質問だと思います。これについては、厚生労働省にもう何回も事業化していただき

たいという申し入れをしているんですけれども、なかなか実現しません。先ほど出てきました、厚生労

働省の研究の中で、過去 3 回、大きな研修をやっています。1 泊 2 日でやっているんです。今後もそれ

について実施する予定なので、興味がおありになれば、私の病院のホームページを見ていてください。

そのような事業を告示します。それ以外ではあまり、簡易介入に関しての研修事業というのを聞かない

ので、今のところはそれくらいかなと思います。しかし、先ほど申し上げましたように、ぜひ診療報酬

に入れてもらいたいと強く思っていまして、そうなるためには、研修事業をもっと充実させなければい

けないと思います。これは非常に重要なので、それを厚生労働省やいろいろなところと相談して広げて

いきたいなと思っています。まずうちの病院、久里浜医療センターのホームページを見ていただいて、

研修というところを見てください。

B：ありがとうございました。

樋口：簡易介入のツールとかやり方に関するワンセットはうちの病院のホームページにもアップされて

います。私のところのホームページの中の、情報ボックスの中に、飲酒量を低減するためのツールとい

うのがありますから、そこをクリックすると、pdf のファイルがありますので、自由にダウンロードで

きます。

【略歴】

昭和 54 年　東北大学医学部卒

　　　　 　 米国立保健研究所留学、国立久里浜病院臨床研究部長、同病院副院長

平成 23 年　現職


